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This study was done to explore the structure of documents about changing women's life-style 

after 1950 and preliminarily the association between this structure and the characteristics of modern 

middle-age women. First， we explored how great change of social condition after the war effect modern 

40s and 50s women's independent spirit; specifically when they make big decisions in their life. 

Second， Psychological study of middle-age women's life style was explored. 13 middle-age women were 

interviewed and we classify the components derived from qualitative study using the quantification 

method III. Third， we compared the characteristics of decision making and indepenclent will from each 

type of middle-age women. Accordingly， following psychological states and independent will of middle-

age women's big decision of life were obtained: decide marriage passively in 20s， decide Iiving abroacl 

with strong will in 30s， decision of moving for chilcl with responsibility in 40s ancl 50s， which was 

seemed to be associated with transitional stuclies of miclclle-age women. 
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中年期女性の人生上の経験に関する研究は，発達

心理学，中年心理学，家族心理学の領域において検

討が行われてきた。本研究では，多くの研究で中年

期とされている現在の 40代 50代女性を対象とし

彼女達が行ってきた人生上の選択や決断の経緯を探

索的に検討する O

まず，現在の 40代 50代女勺!ヨ:達が青少年期を過ご

した 1950年以降の社会的状況の変化や心理に関す

る文献を概観し，彼女達の世代的な特徴を議論する O

次に面接調査を行い 40代 50代女性達が，人生上

の決断場面で起こった出来事を， どの様に捉えどの

様な選択をしたのかを尋ね，決断の構造や意思決定

まで、の意識の変容プロセスを明らかにする。最後に

以上の議論を踏まえ，彼女達の人生上の決断と世代

性との関係性を考察する。

1) 本論文は.第 1著者が平成 22年度まで在籍した筑波

大学人IllJ総合科学研究科生涯発達専攻カウンセリング

コースに提出した修士論文の一部を加筆修正したもの

である。本論文の一部は， [1本社会心理学会第 52I司

大会において発表された。

2) ご指導いただきました筑波大学大学院人間総合科学研

究科生im発達専攻カウンセリングコースの先生方に摩

く{iliJ礼申し上げます O

女性をとりまく社会的状況の変化

女性の決断体験に関わる社会状況として，女性の

高学!主化と有織化，晩婚化と娩j主化に関する社会

データや評論を紹介し， 40代 50代の女性をとりま

く社会的状況の変化をまとめる O
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高学歴化と有職化

第二次世界大戦後の日本は，サービス産業などの

第 3次産業が発展した(経済企画庁， 1997) 0 女性

は高学歴を身につけることで，男性と同様に力を発

揮できるようになり，こうした社会経済的変化の

なかで，女性の高学歴化と有職化が進んだ。厚生

省(1998) によれば，現在 40代 50代の女性が青少

年期jを過ごした 1955年から 1975年は，高等教育が

普遍イヒし高等学校の進学率は 51.1%から 91.1% 

に上 j 大学・短期大学等への進学率は 10.1%から

37.8%に上昇した。

女性労働協会 (2000) によると，現在の 50代が

就職した 1975年から 1985年は，女性の職場進出が

進み，企業も女性を活用する方向へ進んだ時代で

あった。しかし， 1m年制大学卒の女性を採用しない

企業も多く，男性に比べ女性の就職は厳しかった。

就職後も女性は補助的な業務に限定され，昇進や定

年など様々な場面で男性とは異なる処遇を受けたた

め，職場での男女平等が強く求められた(女性労働

協会. 2000)。
現在の 40代が就職した 1980年代後半には男女雇

用機会均等法が施行 (1986年)され，昇進や転勤

を男性同様に経験する総合職への応募が可能になっ

1こO

厚生省(1998) によれば. I司法施行後に女性はや

りがいの感じられる仕事に就く機会が増えた。しか

し. r家事育児は女性が行うものJという出定的役

割分業の意識が根強く，男性並みの仕事をこなしな

がら家事育児も行うた性にとって，仕事と家庭の両

立は精神的にも肉体的にも極めて負担の重いものと

なったり草生省. 1998) 0 

厚生労働省 (2006) によると. 1990年以降は景

気が急激に後退し正規雇用の就職機会が縮小した。

その結果，非正規雇用比率が拡大し特に女性は全

ての年齢階級で非正規雇用が拡大した。経済企画庁

(1997) によれば，パートタイム労働者数は増加を

続け.勤続年数も延びていた。さらに，仕事内容も

補助的労働力から基幹的・恒常I]!-Jな労働力となり，

職場も製造業から百貨J;~~やスーパーなととの小売業へ

広がった。

i可報告によると. 1980年代には派遣先で専ii'J的

な仕事を担う労働31:;!;去が生まれた。また.IT化の

発展に伴い，在宅勤務が広がるなど，女性の働く

環境が多様化した。その結果，既婚女性の就業率

は 1975年以後一!こ昇を続け. 1955年当時は 70%を

超えていた専業主婦の割合は減少した(経済企画

庁. 1997) 0 総務省が 2005年に行った労{動力部査に

よれば. ftlHltlしている 40代 50代の女性の労働力平

は 60%~ 70%であり，専業主婦の割合は 40代では

32%. 50代では 39%であった(総務省. 2005) 0 

厚生労働省 (2004)の年齢階級別労働力の推移(通

称 M字カーブー)によれば 20代後半に労働力状態

から多く退出していた 40代 50代より前の世代(し E

わゆる団塊の世代)と異なか現在 40代 50代の女

性は 30代前半に労働状態から多く退出していた(厚

生労働省. 2004. 2009 )。

労働省(1999) は，女性の高学歴化が晩婚イとやi挽

産化につながり， さらに，労働市場の退I1J
I年齢に影

響を与えていると指摘した。

晩婚化と未婚イヒ

総理j有 (1997)が行った結婚に関する意識調査で

は.r結婚は個人の自由であるから，人は結婚しでも，

しなくてもどちらでもよしづの考え方を最も支持し

ていたのが，当時の 20歳から 39歳 (2010年現在

の 33歳から 52歳)であった。厚生省(1998) によ

れば. 1970年には 24.2歳であった女性の初婚の平

均結婚年齢は.1996 年(現在の 40 代が 26 歳~36 歳)

には 26.2歳に上がった。

i豆i立社会保障・人口問題研究所が5年ごとに行っ

ている「結婚年次別に見た恋愛結婚・見合い結婚の

構成推移調査J(I~ 立社会保障・人口問題研究所，

2002) によれば. 1964年以前は見合い結婚が恋愛

結婚を上回っていたが. 1965年以降，恋愛結婚と

見合い結婚の比率は逆転し 2000年に恋愛結婚が約

90%に上昇した。一方，見合結婚は 1980年に 30%

を下回り. 2000年には 8%まで下降した。

総務省 (2005) によると，これまで、横ばいで、あっ

た 25 歳~ 34)授の未婚率は 1980年以降上昇を続け

ており，女性の生涯未婚率 (50歳時の未婚率)も

仁昇している。厚生省(1998) は 1980年代の結婚

に関する女性の意識について. 1950 年~ 1960年

生まれ(現在 50代)の女性は，消費文化を経験

し「単なる主婦}jには飽き足らず「キャリアウー

マン志向Jゃ「三高志向Jを有していたと指摘し

た。三高志向とは，結婚相手の男性に 3つの高(高

身長，高学歴，高収入)の条件を求めることであ

るO 同報告によれば. 1990年代の結婚の条件は，

3C (Comfortable :十う?なキ合料'. Communication: rlll 

f詳しあえる..Corporative家事に協力的)であった。

すなわち，現在 40代 50代の女性は，結婚時に結婚

相手に経済力や十分な給料と家事への協力を求めて

いた。

柏木(1998) は，経済発展の中で、成人した女性は，

社会発展に伴い，経済的自立や職業による自己実現

が可能になか経済的・心理的に家庭役割に依存す
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る必要がなくなったと論じている。永久-柏木(2000)

によると，女性の就労率が急速に上昇した 1970年

後半以降，女性は職業による自己実現が可能になっ

た。そのため，女性は， I-H産や子育てが自分の生き

方にプラスかマイナスかを考慮して出産するように

なった。

つまり，社会経済発展に伴う急激な社会状況の変

化の中で、成人した現在 40代 50代の女性は，これま

で、の女性の生き方とは異なる生き方を選択し始めた

世代であると考えられる O

婚姻後の女性の意識の変容に関する研究

婚姻後の女性の出産や育児に対する意識の変化に

関する調査結巣を紹介し家庭と職業を持つ母親が

抱える問題に関する研究者の評論をもとに， 40代

50代の婚姻後の意識の変容や人生選択の変容につ

いて整理する。

婚姻後の生き方の多様性

国立社会保険・人口問題研究所 (2002)によると，

1950年代生まれの現在 50代の夫婦世代までは， IJ'， 
生児数は 2，2人前後で、あり，安定した水準を維持し

ていた。しかし， 1960 年代生まれの現在 40代の夫

婦からは， I:B生児数の低下がみられた。

同研究所が 1977年から行っている平均出生児数・

平均理想子供数の調査によれば，夫婦の予定する子

供の数は，理想、の子供の数を常に f[iIJっていた。特

に， 1987年の調査では，平均理想子供数は 2.67人

であったが平均出産数は 2.19人で、あり，その差が

拡大した(国立社会保険・人口問題研究所， 2002)。

厚生省(1993)によれば，夫婦が理想の子ととも数

を持とうとしない理由として 「子育てへの経済的

負担jをあげる割合が 1990年以降急激に増加した。

また，高学歴の妻では，君E皆、の子供の数を持たない

理由として「育児の心理的・肉体的負担」ゃ「自分

の仕事に差し支えるJをあげる!日答も多かった(厚

生省， 1993)。

さらにj享生省(1998) によれば， 1980年代は高

学j歪化が進行し殺が子供の受験勉強に過度に入れ

込む‘風潮!が広がったため，育児が母親に集中し，受

験戦争で家庭からゆとりと潤いが無くなった時代で

あった。厚生省(1998)は，こうした育見環境を見

てきた 1980年代以後に子育てを行う世代にとって，

育児は魅力を感じられないものとなった可能性を指

摘している O

多重役割

男女共同参画j誌は定期的に，女性が望む職業と結

婚の有り方の意識調査を行っている o 1992年当時

は「子供が出来ても，ず、っと職業を続けるのがよいJ
を支持する回答は， I子供が出来たら職業を辞め，

大きくなったら再び職業を;守つほうがよいjを支持1

する回答を大きく下回っていた。しかし，最新の向

調査(総理府， 2(09)では， I子供が出来ても，ずっ

と職業を続けるのがよしづを支持する回答は 45，9%

を占めて多かった。そして，故もこの意見を支持し

ている年代は，現在の 40代 50代であった。

前)11ら(1996) は， 1995年に小学校低学年の児

童や幼児を育てながら，専門職業に従事する当時

31歳から 46歳の女性を対象に，子育てにi却して彼

女達が抱える複数役割と葛藤に関する而按調査を

行った。その結果，複数役割葛藤が少ない女性の方

が，複数役都葛藤が大きい女性よりも，有意に I~I 己

選択感(優先順位の選択とその受容.役割全体のバ

ランスを良くすることへの傾倒 対人関係縦の変容

とその肯定など)が高かった。

ゴ~.nl:! ら (1990)はIIt羽1]38 ijミから11日和 63:¥1::までに

大学を卒業した女性 (2010年での推定年齢 45歳~

69歳)を対象に，多重役割が女性に与える心主Wi'1守
影響に!持する質111'J紙調査を行った。そのあii栄，働く

母親(職業，安， Iヨ:親の 3 役 ~}IJ を JP う女性)は，独

身有l殿女性(職業役割のみの女性)や専業主婦(姿

と母親の 2役割の女性)とよヒi絞して，役割過負荷が

高かったが，生活満足感も向かった。つまり，複数

の役割を持つ久:ttは，その役割を担!う ~~tu!惑もある

が，同時に自分の意志で選択した複数の役割を遂行

する事に満足感も感じていた。この結果は，複数役

割は心理的にポジテイブな影響も有していたことを

示している O

つまり，現在の 40代 50代は婚姻後も出産や子育

てを自分の意志で行う事ができるようになった世代

である O 特に 40代は，それまで当たり前に考えら

れていた出産や子育てに対する女性の意識の変化が

明確になった世代である O そして，子供を持つ有!践

女性は，母親役割と職業人役割の問に大きな葛藤を

感じるが， I司時に，大きな満足感も感じており，婚

姻後の多重役割は女性にポジテイブな影響も及ぼし

ていた O

中年期女性のアイデンティティ危機

I~:J年期はその特有の外的・心理的変化を契機に自

我同-tl:の問し、直しが起こりやすい時期である(I河
本， 1985，小此木， 1983) 0 家庭や仕事が中
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性のアイデンティティ危機に及ぼす影響に関する研

究をまとめる O

ライフサイクル論の立場を取る Levinson(1986) 

によれば，中年期は，生物学的，社会学的，心理学

的に，また，家族発達の側面からも，大きな変化が

生じる時期である。特に女性は，子供の独立や老親

の介護や死など親子関の大きな変化を，中年期に経

験する O

岡本(1985) は，当時 40歳から 56歳の男女に，

中年期の心理的変化の把握をするため面接部査を

行った。その結果，多くが身体的な衰えや自己の有

限性など喪失や下降・衰退といったネガティブな変

化を体験していた。女性の場合，閉経により老化を

強く感じる時期と子供の自立や老親の介護や看取り

の時期が重なるなど ネガティブな変化の体験は，

家族や社会的ライフイベントと密接につながってい

た。

清水 (2004)は当時 41歳から 60歳の女性に，子

の巣立ちと母親のアイデンティティとの関連につい

て調査を行った。その結果，第一子の巣立ちを感じ

始める時期に，母親として充実感を感じ親としての

成長を自覚するなど，子の巣立ちに積極的・肯定的

態度をとった母親は，アイデンティティの混乱が少

なかった。また，フルタイムで勤務する女性の方が，

その他の働き方(ノfートタイム・自営手伝い・専業

主婦)の女性よりも，子供の巣立ちに関わるアイデ

ンティティの転換に積極的であった。

堀内(1993) は，当時 40代の専業主婦と有職者

女性(看護帥，ノト・中学校教師)に，子の巣立ち後

の生き方を捉えるための面接調査を行った。その結

果，子供が巣立ち，これまでの家庭内役割が維持で

きなくなった際，専業主婦は，打ち込む事のできる

活動を家庭外に求める発言が多かった。一方，有i識

者では，仕事を続ける範関内で人生の再構成を行う

とする発言が多く，専業主婦と有職者のアイデン

ティティ再構成には相違がみられた。

すなわち.中年期女性の危機は身体的な衰えなど

に加え，子供の I~ 立などのライフイベントが密接に

繋がっていた。子の巣立ちにおいて母親として積極・

肯定的な態度を強く持つ事は アイデンティティの

混乱を抑制した。また，子の巣立ち後のアイデンテイ

ティの危機により家庭内基盤が失われた11寺に，専業

主婦と有職者では，アイデンティティ再構成の様相

が異なっていた。

生き方に対する態度の発達的研究

女性の主体的な生き方に関して高井(1999a)は，

大学生及び成人男女(会社員，公務員，主婦な

ど)を対象に調査を行い，実存的生き方態度イン

ベントリー (EAL:Existential Attitude toward Life 

Inventory) を作成した。同研究では，先に作成さ

れた実存的生活意識インベントリー尺度(高井，

1994)の再検討を行い.r決断性・責任性・独自性(自

立的・主体的側面)J (以下，主体性尺度と表記)を

含む 4つの関子を抽出した。

高井(1999b)は，作成した EALの主体性尺度と

他の 3尺度との関連を検討した。 3尺度とは，個人

が人生の目的をどの様に体験しているかを測る態度

スケールである Purposein Life Test (PIL) (向堂，

1993) ， 自尊感情尺度(山本・松井.iJJ成， 1982)， 

自己受容尺度(宮沢， 1988) である。その結果，

EALの主体性尺度は，全ての尺度との間に中程度

の正の相簡を示していた。

すなわち，人生を主体的に生きている人は，生き

る自的を持ち，自分に満足し，自分の信念や価値観

や良心に基づいて産出する問題を考え，自分が行っ

た行動に対して責任をとっていることが明らかに

なった。さらに，主体性尺度得点を年代別に見ると，

女性は 30代以降 60代まで¥年齢を重ねる毎に主体

性尺度得点が有意に上昇しており， 50代では，女

性が男性の得点を抜いた事が明らかになった。

従来の研究に関する問題点と誤査の課題

以上，紹介してきた中年期の女性を対象とした研

究から，現代の 40代 50代女性は，戦後の経済成長

期に青少年期を過ごし 10代での進学先の選択に

始まり，その後の就職，退職，結婚，出産とその年

代特有の人生選択を自分の意志で決断することが可

能になった世代であると考えられる。しかしこれま

での研究は，回答者の世代性に関する考慮が充分と

は言えないという問題点が指摘される O

例えば，育児と就労の両立に関する土肥ら(1990)

の回答者は，全員 4年期j大学卒と学歴が偏っており，

年齢I!Jroも25歳と広かった。また，子育て後期に関

する清水 (2004)や堀内(1993)では，ほとんどの

匝答者が， 2010年では 60歳以上で、あった。現在 60

歳を超えた世代の子育ての意識と，出産や子育てを

主体的に選択できるようになった現在の 40代 50代

世代の子育ての意識が同様であるとは考えにくい。

中年期の心理を分析した同本(1985)の回答者は

調査当時 40 歳~ 56歳であったが， 2010年現在は

70 歳~ 86歳に達していると推定される o 30年前に

l:j:1年期であった毘答者の心理が，そのまま現在の中

年期である 40代 50代の心理に当てはまるかは不明
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である O

高井の一連の研究では，人生を生きるうえで主体

性の必要性が論じられたが.調査は 15年前に実施

されていた。

従来の研究では， I=jJ年期の心理はどの世代にも共

通した心理のように捉えられており，世代性につい

ては考慮されていない。現代社会の急激な変化は，

それぞれの世代の意識に大きく影響していると推定

されるが，中年期女性が人生を送ってきた社会環境

を考慮した心理学的研究は見つける事ができなかっ

た。

つまり，現在の 40代 50代の女性は，主体的に人

生を選択してきたi世代であると推測される O そのた

め，現在の40代50代より以前の世代が中年期であっ

た当時の心理をそのまま現在の中年期の心理にあて

はめるのは，困難である O しかし現在の 40代 50

代を対象とした人生上の選択や決断に関する研究は

見られなかった。

本研究では，現代の40代50代女性達，具体的には，

2010年現在の 40代である 1961年(昭和 36年)か

ら1970年(昭和 45年)に生まれた 40代の女性と

1951年(昭和 26年)から 1960年(昭和 35年)に

生まれた 50代の女性を対象に面接調査を行い.こ

れまでに経験した人生上の決断場面で、起こった出来

事を尋ねる O 次に，決断に伴う意識に関する概念を

数量化理論第車類を用い，意思決定までの意識の変

容プロセスなと\彼女達の決断の構造を I~~ らかにす

るO

方法

半構造化面接を行った。面接協力者は，第 l著者

の知人であるr2010年現在の 40代から 50代の女性J
13名であり，全員が東京都内及び東京近郊の在住

者であった。而接協力者の学歴や職業の中断や再就

職の有無，子供の有無などが偏らないように配慮し

た。

調査時期 2010 年 5月24Elから 7月21ヨO

調査方法 国;妥協力者の希望した場所に訪問した。

宿接回数は一人について 1~2 回であり，面接所要

時間は一回につき約 50 分~ 60 分であった。而接~

に，各面接協力者に本研究の主旨と個人情報やプラ

イバシ一保護，及び結果の取り扱いに関する説明を

行い，研究協力と実施内容について全員から承諾を

得た。また，了承を得て， ICレコーダーと筆記に

よる記録を行い，実施後は，謝礼を渡した。

調査項目 面接前に，高井(1999a)実存的生活態

度インベントリー (EAL)への回答を求めた。部接

では，高校卒業時点から現在までの人生上の重要な

決断について尋ねた。決断場面の想起を促すため，

岡本 (2007)のアイデンティティ生涯発達の展開を

参考にライフイベントを記載したカードを準備し

必要に応じて使用した。協力者の自発的な諮りを尊

重し，あらかじめ設定した調査項目では起りないと

思われる内容について，適宜追加質問を行った。

質問内容は，個人属性の他，設n:1 (Table 1) を

j羽意した。

1able 1 設問の内容

1. これまでの人生上でユ 重要な決断があったか

2. その決断は，何歳頃であったか

3 決断の経緯や成り行きは， どの棟なものであった

か

4. 決断前，決断iヤ決断設と気持ちはどの機に変化

したか

5. 決!訴までに， どの様な行動をとったか

6 決断後，気持ちゃ考えの変化はあったか

7 この決断は.その後の人生にどの様な彩製iがあっ

たか

結果

面接協力者のプロフイールを繋理し市按制資で

得られた情報をカテゴリ化し数量化迎!;論第1Il'Jll'iに

よって解析した。

面接協力者のプロフィール

面張協力者 13名の属性及び 主体性gJ支得点を

Table 2に示す。面接協力者は全員既婚者で、あった0

40代が5名， 50代が8名であり .9名が子供を持ち，

末子の年齢は全て 20代であった。ライフ・キャリ

アは. I学校卒業後就労，結婚や出産を機に退職し

その後ずっと専業主婦Jの者が4名， r学校卒業後

就労，結婚や出産その他の理由で就労を-Il寺ItJ!析し

たが，その後再就労したJ者が6名，そして， r IjJ 

断なく就労してきた」者が 3 名であった。国接当lI~þ

の彼女達の職業は，正社員の他，パート・アルバイ

ト・業務委託・フリー等であったが，全て有職とし

た。事例では彼女たちを A~M と表記する。

決断に関するカテゴリ化

面接協力者ごとに語られた内容は全て第 l著者が

逐誌記録にし.文字データ化した(l次資料)。そ

の 1次資料のrjJから他人が特定されるような情報を

取り除いた形の資料を作成した (2次資料)。この 2
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次資料を K]法()11喜多. 1967. 1970) を参考に分

類し，カテゴリを生成した。

Table 2 面接協力者のプロフィ-}レ

年札 現在の子供の主体性人生上で、決断決断し

職業 有無尺度得点した主な事柄た年代

結婚 20 代

A 50代無し 有り 31 家の購入 30代

買い物 50代

結婚 30代

B 50代有り 有り 32 再就職 40代

子育て 30 ft 
大学受験 10代

C 40代有り 111f，し 33 
就i殻 20 代

結婚 20代

海外生活 20代

D 50代有り 有り 35 
海外生活 20 代

再就職 40代

痛の告知直後 50代

E 50 ft 1nf，し 1!1f，し 35 治療方の選択 50ft 
自分を変える 30代

F 40代有り 1!1f，し 36 退職 30代

結婚 20 代

G 50代 19f，し 有り 37 子の不登校 40 ft 
趣味の継続 20 ft 
JJ古内検査 40 ft 

日 50代無し 有り 37 i売i輸出産 40代

夫の単身赴任 40代

家業を継ぐ 20代

1 50 ft有り 有り 38 再就i散 20代

地域の役員 30代

大学受験 10 ft 
J 40代有り 有り 40 再就職 30 ft 

退職 40 代

転勤 20代

K 40 ft有り 11¥f，し 40 異動 20代

退職 40代

L 40代 111f，し 手Tり 43 
退職 20 ft 
友人関係 201-t 

M 50代 有り 有り 44 
退職 40代

再就J肢 40代

面接協力者の主体性 高井 (1999a)による EAL(主
尺度得点の平均値 体制Jミj立得点)の平均値

40 代 38.40 40代 37.66

50代 36.13 50代 40.00

主i: Aや B等のアルファベットは.fiu接協力者を表す。

面接誤査で得られた決断経験の整理手顕

文字化された情報を「決断した事柄Jr決断ーした

年代J毎にまとめ(1).決断までの意識を時系列で

整理した。次に，回答内容を「決断前J. r決断中J.

「決断後」の 3段階に分けて整理した (2)0 

(1 )決断した事柄，年代の整理

最初に合計 35件の決断した事柄を以下のように

整理した。

1 :結婚

2:家庭内(家の購入，出産や子育てなど)の出来

事

3:海外生活・その他(治療法の選択など)

4:家庭外(学校や仕事など)

次に，彼女達の決断時の年齢を rlO代・20代J.r30 

代上 r40代 .50代jにまとめた。

決断した事柄と回答件数を Table3に，決断を行っ

た年代と決断件数を Table4に示す。

Table 3 決断した事柄と決断件数

決断した事柄 件数

1 結婚 4 

2 家庭内の出来事 9 

3 海外生活・その他 5 

4 家庭外の出来事・仕事 17 

Table 4 決断した年代と決断件数

決断した年代 件数

① 10 代~ 20代での決断 15 

② 30代での決断 7 

③ 40 代~ 50代での決断 13 

(2) 決断までの意識のカテゴリ化

決断までの意識を.r決断前J.r決断中J.r決断後」

の 3段階とした。

「決断前Jのカテゴリでは，決断する事柄が「①

他の人から持ちかけられたJr②自分の意志や希望

であったjのカテゴリが生成された。

「決断ヰlJの気持ちゃ態度，行動のカテゴリでは，

f①受動的・不決断的上「④相談・努力J. r⑤ネガ

ティブな感情J. r⑥ポジティブな感情J. r⑦踏ん切

りをつける T 意志を頁く Jのカテゴリが生成され

た。「決断後」のカテゴリでは. r③後悔したJ. r① 

意識・価値観が変わったJ，r⑮自分の決断に責任を

感じたJ，r@良かった・安心したjのカテゴリが生

成された。

カテゴリ評定は大学院生 2名(A， B) と第 l著

者が独立して評定を求めた。一致しない部分は，カ
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テゴリを再検討し，カテゴ 1)を確定させ，最終的に

第 1筆者と A間及びB!討を完全に一致させた。

生成された計 11のカテゴリと決断に至るまでの

それぞれの段階を形成するカテゴリの定義と発言例

をlable5に示す。

経験した決断の構造

面接の結果抽出された決断件数(人生上で決断し

た主な出来事，延 35件)をサンプルとみなし，評

定された発言カテゴリをカテゴリとするデータを数

量化理論第亜類によって解析した。

具体的には. Table 6の決断までの心理の 11カテ

ゴリをそれぞれ有無に分けた計 22カテゴリと夫

i析した事柄(①結婚，②家庭内，③海外生活・その他，

④家庭外).決断した年代(① 10代 .20代②30代，

③ 40代 .50代) Oable3・4参照)の合計 29カテ

ゴリで解析した。

算出されたカテゴリスコアを Table7に，第 1~q!1. 

第 2事lJのカテゴリスコアを布置した結果を Fig.l ト

に示す。

i歪!有値は第 i車!!Iが 0.22. 第 2車111が 0.19となったo

Fig. 1の右下には. rlO代 .20代での決断jや「結

婚の決断jのカテゴリがあり 「決断する出来事を

持ちかけられた」や決断中の「受動的な意識Jが近

傍に位置していた。左下には. r家庭外・仕事Jの

決断のカテゴリがあり決断中の「ポジティブな感情」

や「努力行動」と決断後の「良かった」という感情

Table 5 決断に主るまでのカテゴ 1)と定義

段階 カテゴリー名 Yと義 発言例

持ちかけられた・
周りから誘われたり. IIIし込 rr仕事してみない?.]と言われたんだよね (B)J rまさか

まれる状態。 Iき分から出来事 偶然急に 突然、に (B. C . E . B) J I全然担任でない先

決断凶i

出来事が起こった
を起こしていない状況。 生から fliJ立受けないかJって l::.iわれて (C)J 

自分の希望や意志
自ら進んで行動したり，意識 rooに行きたい (C. J . K . M) J I興味を持っていたの

で行った
的にJf足り組む状態。告分でl

LUで応募した (D)J r意見を言いたいと忠った (E)J r自分

来事を起こしている状況。 で流れを止めた (F)Jrl;l{11際線の仕事-をしてみたかった (K)J

j司りの人の意見に従う状態。 II~I 分でなかなか決断できない (A) J I分からないけーれと¥

受動的 不i;Jと断的 自分で決断 選択していると トントンと進んでいったの (B)J I-I~I 分は仰をしたいのか

いう意識が乏しい状態。 わからなくなった (C)Jrわかんなくて I.~] 々としていた (C) J 

相談をするなど問題解決のた
「雑誌から};先J[l故情報を得た (C)J r技術を教わりにうI::LI:.の

相談・努力 ところに通った (G)J I述給l阪を作って来り切ろうと考え
めに力をf'(くす状態。

たり)J 

出来事によって不安・心配
「疲れてしまった (A. J>'J Iやっぱりあれで良かったのか

決断中
ネガティブな!~情 葛藤が起こり，現在や将来を

悲観している状態。
な(E)J II~ ったな (F) J r揺さぶられた(I)J 1-情けない (M)J

rlJ十えたい」と出来事を前向
「チャンスだと思った (D. 1 . K) J I私の決断は間違って

ポジティブな感情 いなかった (E)J rやるんだったら，フルタイムで仕事が
きにとらえている状態。

したかったり)J 

自分の心をがとめる。 f決i訴後 「ドンと行っちゃう (D)J r最悪な結果になっても仕方が

踏ん切りをつける・ は何とかなる」と自分に言い ないという覚悟はある (E)J r最後はもう，こうなったら

意志を貰く 聞かせたり，思い切って決断 産むよりほかはない (H)J r¥;、ちにのさんで入っちゃった

しようとする状態。 り)J

後悔などのネガ 決断後，自信が11号くなった 1')• 「精神安定上，良くなかったと今でも思うほ)Jr凄く辛かっ

ティブな!惑|育 決断を悔んでいる状態。 た(I)J r最初の i年間は嫌だった(I)J

決断後，判断や選択の方法が
「自分の人生や考え方の分岐点だった (C)Jr価値観は変

意識や価値観が変 変わった。または，今までと
わると思った (D)J rこの後は f案ずるより産むが易しi

化した は異なる価値観で物事を判断
という視点で物事を考えられるようになった (H)J 

後決断

できるようになったj犬態。

自分の決断に責任
どんな結巣でも後悔しないと fそこまでやったんだから，万が一の時はもういいや (E)J

心に決めている状態。結果に 「たとえ障害で生まれでも，育てなければという意識は
を感じる

責任を持とうとする状態。 あった (H)J

決断後，気持ちが!陸くなった
「間違いなかった (A)J rすっきりした (C)J rいろんな人

良かったなどのポジ り，安心したりする状態。前
に分かつてもらえたりというのが面白い(I)J r自分の中

ティブな感情 向きな気持ちで白分を振り返
でやりがいや達成!惑がいっぱいでてきた (K)J

えれる状態。
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Tl1ble 6 決断までの件数

決断までの心理 件数

①決断する事柄は他人から持ちかけられた 17 
央断前

②自分の意志や希望であった 18 

①受動的・不決断的 8 

④相談・努力 17 

決断I:I~ ①ネガティブな感情

@ポジテイブな感情

⑦踏ん切りをつける・意志を貫く

③後悔した

①意識・価値観が変わった
央断後

' ⑮自分の決断に責任を感じた

。良かった・安心した

Table 7 決断した事柄と決断までの心理構造のカ

テゴリスコア

カテゴリ

① 結婚

② 家庭内

① 海外経験・その他

④ 家庭外・仕事

① 10代 20代

⑤ 30代

⑦ 40代 50代

A 持ちかけられた(有)

A2 持ちかけられた(無)

B 自分の意志(有)

B2 自分の意志 C?!lf，)

C 受動的(有)

C2 受動的 (?!¥f，) 
D 努力(有)

D2 努力体的

E ネガティブな感情(有)

E2 ネガテイブな!1f<;'1育C?nO
F ポジテイブな感情(有)

F2 ポジティブな感情(無)

G 意志を貫く(有)

G2 意志を貰く (11If，) 
H 後悔(有)

H2後悔 011号)

I 意識の変化(有)

12 意識の変化(無)

j 賛任(有)

J2 責任(無)

K 良かった(有)

K2 良かった(力的

第 1軸第2軸

2.86 -3.05 

0.54 2.37 

-1.61 0.47 

-0.48 -0.68 

0.53 -1.78 

-0.85 0.55 

-0.16 1.75 

1.81 -0.29 

-1.71 0.28 

-1.71 0.28 

1.81 -0.29 

2.66 -0.26 

-0.79 0.08 

-1.21 -0.25 

1.14 0.24 

0.33 1.71 

-0.15 -0.78 

-0.34 -1.36 

0.22 0.91 

-0.39 0.82 

0.29 -0.62 

1.41 1.56 

-0.29 -0.32 

1.26 -1.28 

0.37 0.38 

0.05 2.30 

-0.02 -0.80 

0.74 -1.35 

0.63 1.14 

A
斗

A
F
h
u
一

ハ

h
u

-
-
ゐ

1
4

一6

8

9

t

や「意識の変化Jが近傍に位置していた。左上には，

r30代での決断Jr海外経験・その他(治療法の選

択など)の決断jのカテゴリがあり決断する出来事

を「自分の意志Jで選択や決断中の自分の「意志を

貰く Jが近傍に位置していた。右上には. r40代-

50代での決断Jr家庭内の決断jのカテゴリがあり，

決断中の「ネガテイブな感情Jや決断後の「後海J
の気持ちゃ「責任(感)Jが近傍に位置していた。

主体性尺度得点に関して 本研究面接協力者で

ある 40代女性の得点の平均は 38.4であり，高井

(l999a)の研究対象者の平均得点 37.7を上田った。

しかし. 50代女性の得点の平均は. 36.1であり高

井 (1999a)の40.0を下回った。

考 察

数量化理論第E類で解析された布置からは，決断

が行われた年代によって，決断内容や決断に至る心

理的状況が異なることが明らかになった。つまり，

rlO代・20代Jでは，決断する事柄(進学や「結婚J)
を周りから f持ちかけられ」 それに「受動的Jに

従うなと決断への姿勢が「受け身的Jであったと

解釈される o (Fig. 1右下)。就職後30代までは.r家

庭外Jつまり就労先等での決断があり，決断中は「ポ

ジテイブな感情Jを持ち「努力Jした。決断後は，

f価値観や意識の変化Jが起こり，決断を「良かったJ
と肯定した。すなわち. r社会的活動に満足感Jを

持っていたと解釈される。(同.左下)0r30代Jで

は. r自分の意志Jで決断する事柄を選択し，その

「意志、を貫きJ.r海外経験J等を決断した。つまり，

30代の決断は決断への姿勢や意識が「能動的であ

りチャレンジ志向jであったと解釈される。(I可.左

上)0r40代 .50代Jでは，高齢出産や住宅の購入，

子供の不登校など「家族内Jでの決断があり，決断

中は「ネガテイブな感情Jを持ち，決断後は f後悔」

や f責任Jを感じた。すなわち 40代 50代では.r家

庭内の事柄に心を悩ますが，責任感を持ちJ決断し

たと解釈される o (同.右上)。

以上から. 2010年現在の 40代 50代の女性は 10

代 20代では，結婚の出来事を他人から持ちかけら

れ受け身の姿勢であった。しかしその後， 30代

までは，仕事など家庭外の出来事に積極的に挑戦し

努力もしていた。決断後は，自分の意識が変わり，

良かったと考えた。 30代では，退職や海外生活な

どに，自分の意志を持って臨み，その意志、を貫いた0

40代 50代では，子育てや家の購入など，家庭内の

出来事にネガテイブな感情を持ち，後'悔もするが，

責任を持って取り組んだ。つまり，彼女達は 10代，
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決断した事柄と決断までの心理構造

Fig. 1 40代50代女性の決断した事柄と決断までの心理構造

20代， 30代とそれぞれの年代に特徴的な出来事を

決断してきたと解帯tされた。

本論文前半で紹介してきた厚生省(1998)による

と， 2010年現在の 40代 50代の女性は，高度成長

期の影響を受け高学歴化や有識イヒを推進させた。ま

た，女性の社会進出が増え，婚姻後も仕事に携わる

機会が増えた世代であった。面接で描かれている彼

女達が決断する進学や就職 転勤や転職などの題材

はこうした社会背景と一致している O

仕事と子供を持つ女性に関する研究では，援数役

割問の葛藤と満足感(土肥ら.1990)が報告されて

いた。本研究の面接調査からも，少数ではあるが， 1仕
事と子育ての両立を努力と工夫で乗り越えた。結果

として，良かったJという発言が見られた。また，

岡本(1985)は，中年期の心理的な問題として，身

体的衰えなと¥ 自己の有限性や下降・衰退j惑を指摘

していた。本研究の決断の視点から見ると， 30代

までに行われた，就職・転職や海外生活などの決断

では自己の問題に焦点化されていたが， 40代 50代

の決断では，家の購入，子供の不登校，夫の単身赴

任など，自己以外の問題に焦点が当てられており差

が見られた。

ただし本調査は第 l筆者の知人 13名の面接調

査による探索的検討であったため，現在の中年期女

性の決断時の心理構造については，量的調査などに

よって， さらに研究を行う必要がある O 今後は質問

紙誠査などにより， 40代 50代女性の決断時の心理

構造と主体性との関連や 40代と 50代との世代差

について詳細に検討することが必要であろう O
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